
公募回           １次公募 （受付番号順）

受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

1 2941110001 佐賀県 株式会社大神 8300001000993
ＡＥ技術による健康診断で異常を早期発見する膝関節
診断装置の開発

佐賀商工会議所

2 2941110002 佐賀県 株式会社ＯＭテック 8300001010010
電子部品実装装置用アルミ加工品の長時間無人化運転
の為の加工プロセスの確立

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

3 2941110004 佐賀県 有限会社小副川建設 7300002004284
自動溶接ロボット導入による溶接加工プロセスの改善
と生産性向上

株式会社筑邦銀行

4 2941110005 佐賀県 株式会社アカシ精機 3300001004173
最新マシニングセンタ導入による有機ＥＬ部品加工工
程の短納期対応力強化

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

5 2941110006 佐賀県 三鷹精工株式会社 7130001033120
ビルディング・ブロック方式金型の製造リードタイム
短縮と面粗度の向上

株式会社京都銀行

6 2941110008 佐賀県 丸久鋼材株式会社 3290001049617
最新型レーザ切断機導入による鋼板加工の高品質化・
生産能力向上事業

株式会社筑邦銀行

7 2941110010 佐賀県 福岡ダイス株式会社 7290001002101
プラスチック製品切削加工技術の確立による事業収益
の拡大

株式会社佐賀銀行

8 2941110011 佐賀県 株式会社岩橋鋼建 8300001009044
大型クレーン・高性能ＣＡＤの導入による生産性向上
及び売上アップ計画

株式会社佐賀銀行

9 2941110012 佐賀県 本村歯科技研
歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入により歯科補綴物
の精密化、効率化及び生産性の向上

株式会社佐賀銀行

10 2941110014 佐賀県 株式会社ＹＳＫ 7122001020685
更なる多品種少量短納期の顧客ニーズに対応するため
に新型高機能のＣＮＣ旋盤の導入による生産プロセス
の改善

伊万里信用金庫

11 2941110015 佐賀県 株式会社上場食肉 7300001007668
高品質、高付加価値な熟成赤身肉製造の為の熟成・冷
凍技術の導入

佐賀県商工会連合会

12 2941110016 佐賀県 株式会社三川 3300001008265
新型平盤打抜機等の大型化に向けた高精度重切削加工
の社内一貫生産計画

シェアビジョン株式会社

13 2941110017 佐賀県 有限会社菓心まるいち 6300002000284
付加価値の高い新製品開発と、生産プロセスの改善に
必要な設備計画

佐賀信用金庫

14 2941110018 佐賀県 株式会社福富製作所 7300001000838
ユニットバス鋼板パネル加工のライン生産による生産
性向上

株式会社佐賀銀行

15 2941110019 佐賀県 ミナノ精工株式会社 3300001003349
高精度マシニングセンタ導入によるシール金型「磨き
レス」加工技術の確立

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

16 2941110022 佐賀県 株式会社原田鉄工 9300001000670
省スペース型ロボット溶接システムの導入による生産
プロセス改善

佐賀商工会議所

17 2941110023 佐賀県 株式会社萬坊 8300001007519
横ピロー包装機導入による、「いかしゅうまい」等新
商品の開発・販売

佐賀県商工会連合会

18 2941110025 佐賀県 有限会社佐賀東部青果 1300002007383
最新玉葱全自動ピーリングシステムによる新たな生産
方式の導入

津留保生

19 2941110026 佐賀県 有限会社ミクロン 5300002007025
産業用機械部品等の加工工程集約と多台持ちによる短
納期化と技術平準化計画

株式会社佐賀銀行

20 2941110027 佐賀県 新生工業株式会社 9300001000316
最新鋭ＮＣ旋盤などの導入による部品加工の高精度・
短納期・低コスト化などの実現

合同会社スマイル・サポート・コンサルト

21 2941110028 佐賀県 聖徳ゼロテック株式会社 2300001000355 金型製造プロセスにおけるリードタイム短縮改善 株式会社福岡銀行

22 2941110031 佐賀県 有限会社畑萬陶苑 5300002008023
３Ｄ－ＣＡＤ及びＮＣ切削機の導入による新たな生産
体制の確立

伊万里信用金庫

23 2941110032 佐賀県 大栄工業株式会社 8300001010893
透明肉厚成形が可能な電動成形機による生産増と品質
の安定化

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

24 2941110033 佐賀県 株式会社荻野製作所 8070001006404
リニアガイドの修理・改造の超短期化納期対応システ
ムの構築

株式会社群馬銀行

25 2941110034 佐賀県 東宝丸
玄界灘で獲れるシラスを使った高品質の冷凍加工品を
提供する事業

佐賀県商工会連合会

26 2941110039 佐賀県 武井電機工業株式会社 8300001006891
生産管理ソフト導入による生産プロセスの強化と製造
原価の低減

株式会社筑邦銀行

27 2941110041 佐賀県 大協コンクリート株式会社 1290001049065 交通安全対策への当社特許製品「縁楽」の有効活用 重松一俊

28 2941110043 佐賀県 株式会社エルアン 6300001007132
加工縫製の業務改善を目的としたアパレルＣＡＤシス
テムの導入

株式会社佐賀銀行

29 2941110045 佐賀県 北川産業有限会社 2300002006450 家畜排せつ物の堆肥化に必要な機械の導入 九州ひぜん信用金庫

30 2941110046 佐賀県 鹿島印刷株式会社 6300001004897
プロセス改善による納期短縮とブランド・コンサル
ティング事業者への転換事業

株式会社佐賀銀行

31 2941110047 佐賀県 有限会社浦田造船所 1300002007656
１００％設計品質を５軸ＮＣマシンで製作　精度向上
でバックオーダー対応

伊万里信用金庫

32 2941110049 佐賀県 日興食品株式会社 3300001003737
画像処理による巻締検査機で不良缶を除外し顧客の信
頼を得て収益の増加を実現する。

株式会社佐賀銀行

33 2941110050 佐賀県 唐津土建工業株式会社 1300001007260
レーザースキャナーでの情報化施工による生産性向上
のための施工体制の構築

唐津商工会議所

34 2941110051 佐賀県 有限会社渕野陶磁器原料 1300002007020 新規熱膨張計導入による有田焼陶土出荷時の見せる化 株式会社佐賀銀行

35 2941110053 佐賀県 有限会社松田木工 6300002009904
アクリルと無垢材を融合した採光性の高い「ハイブ
リッド組子」の開発

佐賀県商工会連合会

36 2941110056 佐賀県 株式会社ユーボー 9300001009522 金型製造の生産性向上を目的とした事業 西村治雄

37 2941110058 佐賀県 有限会社中島技研工業 5300002007999
ボトルネックを吹き飛ばす！！　酸洗いの乾燥工程の
生産性向上

伊万里信用金庫

38 2941110060 佐賀県 株式会社唐津プレシジョン 8010401007379
品質とリードタイム短縮実現に向け「歯車角丸め加工
ロボットシステム」の導入。

唐津商工会議所

39 2941110061 佐賀県 光洋技研佐賀株式会社 4300001006012
ロボット部品の新規部品取り込み労働生産性の向上、
雇用を促進、増収増益を上げる

伊万里信用金庫

40 2941110062 佐賀県 有限会社堀江製パン 4300002001367
高速自動包装機による食パン製造プロセス改善を通じ
た生産能力の向上

株式会社佐賀共栄銀行

41 2941110064 佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社 6300001003404 手作りで素材から調理する冷凍料理の生産体制の構築 佐賀県商工会連合会

42 2941110065 佐賀県 株式会社太平プレテック 2300001003762
ワーク運搬ロボット導入による、溶接工程の生産性向
上と人手不足対応

米倉博彦

43 2941110067 佐賀県 株式会社島内エンジニア 1300001000323
地上型レーザースキャナーの導入による測量精度・生
産性・安全性の向上

株式会社佐賀銀行

44 2941110070 佐賀県 株式会社井手口鉄筋 1300001004563
需要増加に伴う夜間加工の効率化や特急主筋加工サー
ビスの立上げ

若杉拓弥

45 2941110071 佐賀県 サインショップ進喜
“走る宣伝カー”大判プリンター導入によるカーラッ
ピング需要の獲得

佐賀県商工会連合会

46 2941110072 佐賀県 溝田農材株式会社 7300001007420 地産地消型野菜加工施設事業 佐賀県商工会連合会

平成２９年度補正　ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

佐賀県採択案件一覧（77件／77事業者）



受付番号 都道府県 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

47 2941110073 佐賀県 株式会社原ノ町鉄工 8300001003253
海外向け真空装置用チャンバー製造の工程改善による
生産性向上

佐賀県商工会連合会

48 2941110074 佐賀県 宮本産業株式会社 1240001011582
検査・包装工程の高度化による付加価値向上とパッキ
ング事業の拡大

米倉博彦

49 2941110075 佐賀県 有限会社実松製作所 6300002000557
新型メッシュ曲げ機の導入による住宅用ユニット基礎
鉄筋の生産プロセスの改善

株式会社商工組合中央金庫

50 2941110077 佐賀県 有限会社割烹山平 8300002007674
人手不足もさら（皿）に生産性向上　“洗浄にかけ
る”省エネ割烹

伊万里信用金庫

51 2941110078 佐賀県 村山畳店
刺繍機械を導入し、畳表を使用した「和のグッズ」量
産体制の構築

佐賀県商工会連合会

52 2941110081 佐賀県 株式会社種商 1290001049148
真空パック雑穀米の製造技術導入による海外輸出事業
の拡大

株式会社筑邦銀行

53 2941110083 佐賀県 田中精機株式会社 6300001010425
職人技術と先端設備を融合させることによる多能工化
と労働生産性の向上

佐賀信用金庫

54 2941110085 佐賀県 有限会社ワイディ化工 6300002009499
高性能射出成形機の導入で、「検体包埋固定用カート
リッジ」の生産体制構築

株式会社佐賀銀行

55 2941110086 佐賀県 陣内歯科医院
顧客のライフステージに応じた、負担の小さい矯正治
療・インプラント治療・訪問治療の実現

株式会社佐賀銀行

56 2941110087 佐賀県 有限会社川原食品 8300002007716
販売機会を逃さない 冷却工程増強で高付加価値“変わ
り豆腐”生産体制構築

伊万里信用金庫

57 2941110088 佐賀県 株式会社中川自動車 3300001004041
新型スポット溶接機導入による顧客満足度向上と働き
方改革実現

佐賀商工会議所

58 2941110091 佐賀県 有限会社エトワール・ホリエ 5300002007677
発売後６７年“伊万里の銘菓”最新包装機導入で生産
性向上する包装工程の構築

伊万里信用金庫

59 2941110093 佐賀県 農業生産法人有限会社松浦竹田ファーム 7300002011215
耕作放棄による竹害を解決する佐賀産天然竹の子水煮
のブランド化

佐賀県商工会連合会

60 2941110095 佐賀県 株式会社北島 1300001000190
主力商品「花ぼうろ」のサンド・ジャム付けの自動化
による生産力・販売力向上計画

株式会社佐賀銀行

61 2941110096 佐賀県 株式会社ＰＡＴ 4300001009015
粉体表面修飾における乾燥工程の新工法への変更によ
る生産能力の向上と競争力強化

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

62 2941110098 佐賀県 天山酒造株式会社 9300001003293
仏で最上位賞を獲得した「七田」ブランドのさらなる
競争力強化と拡大する海外市場の開拓

株式会社佐賀銀行

63 2941110100 佐賀県 株式会社大石膏盛堂 2300001006138
新規ホットメルト製品の国際競争力強化を目的とした
新設備の導入

税理士法人諸井会計

64 2941110102 佐賀県 有限会社嬉乃すし 3300002000147 最先端冷凍技術による高品質佐賀牛のお寿司の製造 税理士法人アップパートナーズ

65 2941110105 佐賀県 ＳＷＥＥＴ　ＳＨＯＰ　ＴＡＫＡ
職人の手間が掛かる工程の機械導入による生産性の向
上計画

鳥栖商工会議所

66 2941110107 佐賀県 株式会社脇山製作所 6300001007396
自社熟練工のノウハウを移植した革新的ロボットと曲
げ機械の自動化

税理士法人アップパートナーズ

67 2941110111 佐賀県 株式会社中原鉃工所 6300001004749
ＩｏＴを活用した建設用装置の切削加工技術の向上と
人材育成の推進

西岡隆

68 2941110112 佐賀県 株式会社馬場製作所 9300001003252 溶接工程への鉄骨溶接ロボット導入による生産性向上 佐賀県商工会連合会

69 2941110113 佐賀県 有限会社玉喜 5300002000814
日本初！佐賀海苔加工における、検査機・監視装置導
入による新たな生産方式の確立。

佐賀商工会議所

70 2941110114 佐賀県 ＮＥＵ＋ＳＴＹＬＥ
無垢材を使用したオーダーメイド家具製造にかかる作
業工程の効率化

株式会社佐賀共栄銀行

71 2941110116 佐賀県 株式会社タシロ 1300001000793
最新高精度加工機導入によるコンクリート型枠製造に
おける革新的工期短縮工程の構築

株式会社佐賀銀行

72 2941110119 佐賀県 光武製菓株式会社 9300001004754
１日の生産能力強化による売上拡大および食品ロスの
低減

株式会社佐賀銀行

73 2941110120 佐賀県 株式会社合瀬製作所 9300001006932 画像寸法測定器導入で検査工数削減による生産性向上 株式会社佐賀銀行

74 2941110123 佐賀県 ユニバース株式会社 7020001021953
大型パーツの外注依存脱却による短納期化・高精度
化・価格競争力強化

川崎信用金庫

75 2941110125 佐賀県 株式会社宝山工業 6300001005879
レーザーマシン導入による生産性向上と働き方改革の
推進

谷口茂雅

76 2941110126 佐賀県 株式会社チャイルド佐賀 8300001005142
自動車用オリジナルシートカバー専用自動裁断機導入
計画

佐賀県商工会連合会

77 2941110127 佐賀県 株式会社丸きんまんじゅう 8300001000944
多関節生産ロボットの導入による、従業員の負担軽減
と、企画・提案型生産体制の確立

株式会社商工組合中央金庫
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